
MD WD
男子複 女子複

参加数 41 19
高田 憲 赤坂 綺良々
川端 祥 小熊 桃代

(戸田市[49]) (東松山市・吉川市[10])
矢吹 康佑 松村 愛美
山口 紘和 山本 直晴

(飯能市・さいたま市[40]) (飯能市・川口市[3])
高澤 恭祐 鈴木 麻由子
新井 暢希 村中 盛子

(鴻巣市・北本市[43]) (越谷市・草加市[17])
高谷 真 酒井 佳子
狩集 海航 小原 浩美

(越谷市・草加市[23]) (朝霞市・さいたま市[12])
飛知和 寿行 阿部 紗英
北澤 典 鈴木 歩実

(川口市・さいたま市[22]) (坂戸市・川口市[3])
島田 寛之 関 里枝
友竹 勝太 坂田 亜希子

(松伏町・所沢市[46]) (加須市・さいたま市[20])
西田 慎一 大平 郁子
高橋 和彦 影山 伊美

(さいたま市・川口市[28]) (草加市・加須市[20])
上田 浩之 増田 敦子
小林 歩 髙橋 恵美

(さいたま市・八潮市[22]) (さいたま市・川越市[2])
田中 宗英 森川 純子
佐藤 功一 山下 由記子

(さいたま市[18]) (上尾市・狭山市[28])
正木 裕 武政 純代
若林 幸佑 藤井 厚子

(ときがわ町・越谷市[22]) (熊谷市[11])
碓井 徳近 石塚 智美
三浦 学 川島 香織

(三郷市・北本市[5]) (さいたま市・川口市[4])
山田 祐也 松村 めぐみ
堀内 裕太 大江 陽子

(狭山市・所沢市[25]) (川島町・川口市[28])
近藤 純 坂巻 麻美
大上 忠昭 高原 美由樹

(所沢市・狭山市[32]) (越谷市・さいたま市[13])
伊藤 智哉 浜野 美幸
長谷川 耀 西村 美香

(越谷市・さいたま市[33]) (戸田市・さいたま市[7])
斎藤 元伸 泉川 純子
佐々木 真哉 重松 聡美

(所沢市・狭山市[36]) (上尾市[31])
森尻 浩聡 鈴木 恵美
稲川 敏規 今井 多恵子

(さいたま市[41]) (上尾市・ふじみ野市[24])
寺田 英司
師井 宏明

(飯能市・さいたま市[8])
倉根 亮太 記井 希
星野 大地 辻 琴美

(所沢市・桶川市[19]) (越谷市・川越市[14])
大島 祥平 丹羽 幸子
和田 征大 一條 千秋

(川口市・戸田市[30]) (川越市・坂戸市[15])
鈴木 裕介
大作 由幸

(上尾市[24])
相楽 泰史
齊藤 俊

(坂戸市・所沢市[9])
高橋 伸也
柳原 秀

(朝霞市・和光市[37])
黒田 大希
升田 正視

(川越市・所沢市[22])
戸島 佑輔
横瀬 功大

(さいたま市・東松山市[26])
佐藤 隆晴
馬詰 邦彦

(朝霞市・所沢市[44])
服部 久雄
小久保 武

(戸田市・川口市[7])
山内 哲也
恩田 高弘

(三芳町・所沢市[2])
岡 裕之
佐原 弘明

(さいたま市・川口市[2])
榎本 慶雄
白井 宏明

(滑川町・入間市[27])
堀内 拓人
高野 雅規

(さいたま市[34])
西田 隆一郎
鏑木 博貴

(鶴ヶ島市・川口市[16])
間野田 尚行 飯田 真依
三瓶 光紀 岩﨑 圭美

(入間市・さいたま市[38]) (越谷市[1])
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